
交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

第15作成期 2018年９月13日から2019年３月12日まで

第85期
決算日
2018年10月12日

第87期
決算日
2018年12月12日

第89期
決算日
2019年２月12日

第86期
決算日
2018年11月12日

第88期
決算日
2019年１月15日

第90期
決算日
2019年３月12日

当作成期の状況

基 準 価 額（作成期末） 7,166円　　

純資産総額（作成期末） 170,717百万円

騰　落　率（当作成期） ＋9.4％　　

分配金合計（当作成期） 360円　　

※�騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定
して計算したものです。

アジア好利回りリート・
ファンド
追加型投信／海外／不動産投信
日経新聞掲載名：ア好リート

受益者の皆さまへ
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、
主として、日本を除くアジア各国・地域（オセア
ニアを含みます。）の取引所に上場している不動産
投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。当作成期
についても、運用方針に沿った運用を行いました。
三井住友アセットマネジメント株式会社は、関係当局の
認可等を得ることを前提に、2019年４月１日に大和住
銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSア
セットマネジメント株式会社に変更する予定です。

当ファンドは､信託約款において｢運用報告書(全体版)｣に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、次の手順でご覧 
いただけます｡なお、印刷した｢運用報告書(全体版)｣はご請求により交付させていただきますので、販売会社までお問い合わせください。

【閲覧方法】http://www.smam-jp.com/unpo/にアクセス→ファンド名を入力→検索結果からファンドを選択

受付時間 ： 営業日の午前9時～午後5時
0120-88-2976お客さま

サービス部
〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1

当運用報告書に関するお問い合わせ先

http://www.smam-jp.com お取引状況等はご購入された販売会社へお問い合わせください。
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　 交付運用報告書ナビ
お客さまが

お持ちのファンド 組入れファンド
組入れファンドが

投資する資産

お客さまが間接的に
負担する費用は？
▶P.3へ

お客さまが間接的に
負担する費用は？
▶P.14へ

ポートフォリオの
状況は？
▶P.6へ

今後の
運用方針は？
▶P.10へ

投資 投資

投資投資

損益 損益

損益損益

投資環境は？
▶P.5へ

はファンド保有期間中に間接的に負担いただく費用を表しています。

マネー・マーケット・マザーファンド

アジア好利回り
リート・ファンド

日本を除くアジア
各国・地域

（オセアニア含む）の
リート等

円貨建ての短期公社債
および

短期金融商品等

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト
（ＪＰＹ Unhedged クラス）

当作成期の
基準価額の動きは？
▶P.2へ
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1 運用経過
基準価額等の推移について（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

基準価額等の推移

※分配金再投資基準価額は、作成期首の値が基準価額と同一となるように指数化
　しています。
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基準価額（円）：左軸

分配金再投資基準価額（円）：左軸

純資産総額（百万円）：右軸

分配金再投資基準価額について
　分配金（税引前）を分配時に再投資した
と仮定して計算したもので、ファンド運
用の実質的なパフォーマンスを示します。

※�分配金を再投資するかどうかについ
ては、ご利用のコースにより異なり
ます。また、ファンドの購入価額な
どによって課税条件も異なります。
したがって、受益者の皆さまの損益
の状況を示すものではありません。

作成期首： 6,903円
作成期末： 7,526円
（当作成期分配金360円（税引前）込み）
騰 落  率 ： ＋9.4％
（分配金再投資ベース）

基準価額の主な変動要因（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

　当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として日本を除くアジア各国・地域（オセ
アニアを含みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資しました。
　なお、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行っていません。

●�香港、シンガポール、オーストラリアのリート市場が上昇したこと
●�シンガポールドルが円に対して上昇したこと

●�香港ドルやオーストラリアドルが円に対して下落したこと

詳しくは後掲の「投資環境について」をご参照ください。

上昇要因

下落要因
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　　１万口当たりの費用明細（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

項　目 金額 比率 項目の概要

（a）信 託 報 酬 38円 0.552％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は6,916円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：��交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファン

ドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：��ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図

の実行等の対価

（ 投 信 会 社 ） （9） （0.134）

（ 販 売 会 社 ） （28） （0.402）

（ 受 託 会 社 ） （1） （0.016）

（b）売買委託手数料 4　 0.059　 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：��有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う�

手数料（ 株 式 ） （－） （－）

（投資信託証券） （4） （0.059）

（先物･オプション） （－） （－）

（c）有価証券取引税 －　 －　 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
��有価証券取引税：��有価証券の取引の都度発生する取引に関する�

税金（ 株 式 ） （－） （－）

（ 公 社 債 ） （－） （－）

（投資信託証券） （－） （－）

（d）そ の 他 費 用 0　 0.001　 その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：��海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管お

よび資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

（ 保 管 費 用 ） （－） （－）

（ 監 査 費 用 ） （0） （0.000）

（ そ の 他 ） （0） （0.001）

合 　 計 42　 0.612　

※�期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により
算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※�売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額
のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

※ 各項目の費用は、当ファンドが組み入れているファンドが支払った費用を含みません。組入れファンドの費用は後掲
の「組入上位ファンドの直近決算概要」（P.14）をご覧ください。
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最近５年間の基準価額等の推移について（2014年３月12日から2019年３月12日まで）

※�分配金再投資基準価額は、2014年３月12日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

最近５年間の年間騰落率
2014.3.12

決算日
2015.3.12

決算日
2016.3.14

決算日
2017.3.13

決算日
2018.3.12

決算日
2019.3.12

決算日
基準価額� （円） 11,267 12,108 9,018 7,903 7,149 7,166
期間分配金合計（税引前）�（円） － 2,280 2,400 1,700 1,440 900
分配金再投資基準価額騰落率�（％） － 30.0 －5.7 7.5 8.7 14.0
純資産総額� （百万円） 16,956 152,595 284,425 191,931 205,594 170,717

当作成期
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最近５年間の推移

純資産総額（百万円）：右軸

基準価額（円）：左軸

分配金再投資基準価額（円）：左軸
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投資環境について（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

アジア・オセアニア・リート市場は主要な投資市場である香港、シンガポール、オース
トラリアが全て上昇しました。為替市場では、円に対してシンガポールドルが上昇し、
香港ドル、オーストラリアドルが下落しました。

アジア・オセアニアリート市場

80
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作成期首 作成期末'18/10 11 '19/1 212

各市場の動き

②シンガポール

③オーストラリア

①香港

作成期首＝100

※Ｓ＆Ｐリート指数（現地通貨ベース）を使用

①香港リート市場（15.8％上昇）
買い需要が根強く、２桁の上昇率を記録しまし
た。10月から作成期末にかけて、世界的な株価
の下落やＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）の利上
げスタンス後退を要因に長期金利が低下したこ
とを好感しました。特に、大型商業施設リート
が１桁台後半の分配金成長を実現し、同市場全
体を牽引しました。

②シンガポールリート市場（9.7％上昇）
作成期初こそ金利変動性の高まりを受けて弱含
んだものの、金利の低下が明確になった11月以

降は好調に推移しました。世界的に景気後退への警戒感が漂い続けた中で、相対的な収益の安定
性や利回りの高さなどが着目されました。また、各リートの決算においても、物件取得や不動産
市場の改善を反映した堅調な内容が確認され、好感されました。

③オーストラリアリート市場（9.9％上昇）
セクターによってまちまちな動きでしたが、全体では力強く上昇しました。物流やオフィスなど
のセクターにおいて高い業績成長がみられた銘柄が買われ、同市場を牽引しました。また、景気
減速のリスクを背景に、ＲＢＡ（オーストラリア準備銀行）による政策金利引上げの可能性が後退
したことも、同市場の押し上げに寄与しました。
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為替市場

作成期首
（円）

作成期末
（円） 円安／円高

香港ドル・円 14.22� 14.20� 円高

シンガポールドル・円 81.08� 82.15� 円安

オーストラリアドル・円 79.24� 78.72� 円高

　アジア通貨は、作成期末時点では香港ドル
とオーストラリアドルが対円で小幅な円高、
シンガポールドルがやや円安となりました。
12月中旬から年初にかけては、世界的な景
気減速懸念や株価の下落を受けて急速に円高
が進む局面がありました。しかし、ＦＲＢを
はじめとした各国中銀による金融引き締めの
先送り、スタンスの転換などから、作成期末
に向けてアジア通貨が円に対して値を戻す展
開となりました。

ポートフォリオについて（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

当ファンド
①「ＳＭＡＭアジア・リート・サブ・トラスト（ＪＰＹ�Unhedgedクラス）」
②「マネー・マーケット・マザーファンド」
　を主要投資対象としました。

①ＳＭＡＭ　アジア・リート・サブ・トラスト（ＪＰＹ Unhedged クラス）
� （作成期末組入比率：98.5％）
　市場動向を注視しながら、個別銘柄の流動性に配慮して慎重に売買を進め、組入比率は高位を
保ちました。作成期末の組入銘柄数は42銘柄で、銘柄分散効果でパフォーマンスの安定を図り
つつ、個別銘柄を総合的に勘案したウェイト付けで、比較的高いパフォーマンスの享受を狙いま
した。
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●国別投資行動
（香港）
　香港の景気動向に加え、香港経済とつながりが強い中国の景況感、連動性が高い米国の金融政
策を注視しました。日用品販売を主力とするディフェンシブ性（景気変動の影響を受けにくいこ
と）と高水準の分配金成長力を兼ね備える商業施設リートを引き続き高く評価しました。

（シンガポール）
　オフィスや商業施設を中心とする不動産市況が改善基調にあるなか、その恩恵の享受が期待さ
れる銘柄に注目しました。中でも、国内有数のショッピングモールを多数保有する商業施設リー
トや、アジアにおけるＥコマース（電子商取引）需要の拡大を取り込む産業施設リートのウェイト
を引き上げました。

（オーストラリア）
　銘柄ごとの事業環境を勘案して、選別的な投資を行いました。世界的なＥコマース市場の需要
拡大が見込める物流施設や、市況が好調なオフィスを保有し、成長性が相対的に高い銘柄を評価
しました。

（その他）
　マクロ経済や金融政策の動向、個別リートの中期的な成長性などに基づき、マレーシア、タイ、
ニュージーランドへの投資を引き続き行いました。
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②マネー・マーケット・マザーファンド
� （作成期末組入比率：0.0％）
　主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指し
た運用を行いました。

ベンチマークとの差異について（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

　ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

●組入上位10銘柄ご案内 (基準日：2019年３月８日)
銘柄名

国・地域
当作成期末
組入比率 コメント

1 LINK�REIT�香港 9.51％ 国内ショッピングセンターを多数保有するアジア・オセアニア最
大級の商業施設リート

2 GOODMAN�GROUP�オーストラリア 9.31％ アジア等グローバルにＥコマース向け物流施設等の開発・保有に
特化した産業施設リート

3 CAPITALAND�MALL�TRUSTシンガポール 8.14％ 国内有数のショッピングモールを多数保有するシンガポールを代
表する商業施設リート

4 SCENTRE�GROUP�オーストラリア 5.52％ オセアニア地域で都市型ショッピングモールを開発・運営する域
内最大手の商業施設リート

5 CAPITALAND�COMMERCIAL�TR�シンガポール 4.80％ 国内のグレードの高いオフィスビルを保有するシンガポールを代
表するオフィスリート

6 MAPLETREE�LOGISTICS�TRUS�シンガポール 4.70％ 日本や中国を含むアジア・オセアニア地域で幅広く物流施設を運
営する産業施設リート

7 KEPPEL�DC�REIT�シンガポール 4.07％ ＡＩ時代のインフラと言われるデータセンターのみを投資対象と
するアジア唯一のリート

8 DEXUS�オーストラリア 3.57％ 豪州の主要都市にて高品質なオフィスを中心に投資する複合リート

9 KEPPEL�REIT�シンガポール 3.23％ 市況回復や資産入替などによる成長加速ポテンシャルを秘めたオ
フィスリート

10 MAPLETREE�COMMERCIAL�TRU�シンガポール 3.20％ シンガポール最大級のショッピングモールを旗艦物件とする複合
型リート

※組入比率は純資産総額に対する比率です。
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分配金について（2018年９月13日から2019年３月12日まで）

　第85期から第90期までの１万口当たりの分配金（税引前）は、基準価額の推移や分配対象額の
状況等を勘案した結果、今後も継続的な分配を行うことを目指し、第84期までの90円からそれ
ぞれ60円へ引き下げることといたしました。
　なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

（単位：円、１万口当たり、税引前）

項　目 第85期 第86期 第87期 第88期 第89期 第90期

当期分配金 60 60 60 60 60 60
（対基準価額比率） （0.900％） （0.880％） （0.867％） （0.887％） （0.845％） （0.830％）

当期の収益 47 60 21 14 21 20

当期の収益以外 12 － 38 45 38 39

翌期繰越分配対象額 722 884 846 801 763 726
※単位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※��「対基準価額比率」は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収
益率とは異なります。
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3 お知らせ
約款変更について

　該当事項はございません。

当ファンド
　「ＳＭＡＭアジア・リート・サブ・トラス
ト（ＪＰＹ�Unhedgedクラス）」および「マ
ネー・マーケット・マザーファンド」を主要
投資対象として、信託財産の中長期的な成長
を目指して運用を行う方針です。引き続き�
「ＳＭＡＭアジア・リート・サブ・トラスト
（ＪＰＹ�Unhedgedクラス）」の高位組入れ
を維持します。

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト
（ＪＰＹ Unhedged クラス）
　アジア・オセアニアのリート市場は、引き
続き安定的な賃料収益に基づく業績動向や配
当利回りなどを背景に、堅調な推移を見込み

ます。貿易摩擦問題の長期化や世界経済の減
速度合いなどには注視が必要ですが、長期金
利の落ち着いた動向や安定的な賃貸収益を
ベースに、リート業績に対する信頼感は引き
続き高いとみています。
　引き続き、業績の安定性に留意しながら、
アジア地域の中期的な成長を享受でき、配当
利回りが魅力的な銘柄を中心に組み入れ、
ファンドの基本コンセプトである、「収益の
成長性、配当利回り等のバリュエーション
（価格評価）に加え、「ＥＳＧへの取組み」に着
目した運用」を行います。

マネー・マーケット・マザーファンド
　円貨建ての短期公社債および短期金融商品
に投資し、安定した収益の確保を目指します。

2 今後の運用方針
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4 当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信

信 託 期 間 2011年９月30日から2025年９月12日まで

運 用 方 針
投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含
みます。）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。

主 要 投 資 対 象

当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）
日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託

マネー・マーケット・マザーファンド
円貨建の短期公社債および短期金融商品

当 フ ァ ン ド の
運 用 方 法

■�主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます。）の取引所に上場してい
る不動産投資信託（リート）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目
指します。

■�外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

組 入 制 限 ■�外貨建資産への直接投資は行いません。

分 配 方 針

■�毎月12日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配を行います。
■�分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲
内とします。

■�分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※�委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびそ
の金額について保証するものではありません。
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【2014年3月～2019年2月】(％)
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最大値

最小値
平均値36.4
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当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
●平均値 9.0％ 10.9％ 12.3％ 8.1％ 2.0％ 3.4％ 1.5％

※��上記期間の月末ごとに、それぞれ直近１年間の騰落率を算出し、最大・平均・最小を表示しています。よって、決算
日に対応した数値とは異なります。�
※当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

5 代表的な資産クラスとの騰落率の比較

各資産クラスの指数

日 本 株 ＴＯＰＩＸ（配当込み）
株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。

先進国株 ＭＳＣＩコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI�Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

新興国株 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）
MSCI�Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

日本国債 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
FTSE�Fixed�Income�LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

新興国債 ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）
J.P.�Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の
　発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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※未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

純資産等

項目 第85期末 第86期末 第87期末 第88期末 第89期末 第90期末

純資産総額� （円） 180,462,980,486 180,082,414,365 178,115,521,025 170,892,476,232 175,768,979,453 170,717,509,432
受益権総口数� （口） 273,176,771,911 266,376,595,579 259,503,430,603 254,778,911,874 249,586,751,916 238,248,585,598
1万口当たり基準価額�（円） 6,606 6,760 6,864 6,707 7,042 7,166
※当作成期における、追加設定元本額は16,873,293,463円、解約元本額は52,438,686,518円です。

6 当ファンドのデータ
当ファンドの組入資産の内容（2019年３月12日）

組入れファンド等
銘柄名 形態 組入比率

SMAM�アジア・リート・サブ・トラスト（JPY�Unhedged�クラス） ケイマン籍外国投資信託
（円建て） 98.5%

マネー・マーケット・マザーファンド 親投資信託 0.0%
コールローン等、その他 － 1.5%
※比率は、純資産総額に対する割合です。

円
100.0％

ケイマン諸島
100.0％

日本
0.0％

外国投資信託証券
98.5％

その他
1.5％

マザーファンド
0.0％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比） 通貨別配分（純資産総額比）
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シンガポール
52.8％オーストラリア

26.6％

香港
18.0％

マレーシア
1.0％

タイ 1.0％

その他 0.5％

リート
96.6％

その他
3.4％

資産別配分（純資産総額比） 国別配分（ポートフォリオ比）

※期中の分配金は含みません。

期首＝100

組入上位ファンドの直近決算概要（当ファンドの計算期間とは異なります）

ＳＭＡＭ アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）（2017年3月1日～2018年2月28日）
　基準価額の推移以外は投資ファンドを含むシェアクラスで構成された「ＳＭＡＭ�アジア・リート・サブ・トラスト」の
情報です。
基準価額（円建て）の推移

70

110

6 7 8 9 10 11 12 '18/1'17/4 5期首 期末

100
90
80

　  （ご参考）組入投資信託に係る費用明細
項目 比率

投資運用報酬 0.5%
取引費用 0.2%
管理事務代行報酬 0.1%
その他諸費用 0.1%
費用合計 0.9%
※�比率は平均純資産総額（期首・期末）に対する費用の割
合で、当社算出値
※�単位当たり費用明細は入手できるデータがないため記
載していません。なお、費用の総額については、運用
報告書（全体版）の「包括利益計算書」に記載しています。

※�国別配分は原則発行国もしくは投資
国を表示しています。
※�通貨別配分については、入手できる
データがないため記載していません。
※2018年2月28日現在

組入上位10銘柄 (2018年2月28日現在)
銘柄名 組入比率

1 Link�REIT 9.5%
2 Ascendas�Real�Estate�Investment�Trust 8.6%
3 Scentre�Group 6.2%
4 CapitaLand�Mall�Trust 5.8%
5 CapitaLand�Commercial�Trust,�Ltd. 5.7%

銘柄名 組入比率
6 Goodman�Group 5.1%
7 Mapletree�Industrial�Trust 3.8%
8 Mapletree�Logistics�Trust 3.5%
9 Keppel�DC�REIT�Class�REIT 3.3%
10 Mapletree�Commercial�Trust 3.1%

全銘柄数 45銘柄※比率は純資産総額に対する割合
※全銘柄の情報については、運用報告書（全体版）に記載しています。
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ご参考　基準価額と分配金の関係
分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、
基準価額は下がります。

決算期
① ② ③ ④＝②＋③ ⑤＝③÷① ⑥＝(④-①)÷①

期首基準価額 期末基準価額 分配金
（税引前）

分配金込み
期末基準価額

期首基準価額に対する
分配金の割合

分配金込みリターン
（基準価額騰落率）

第85期 6,903円 6,606円 60円 6,666円 0.87% △3.43%
第86期 6,606円 6,760円 60円 6,820円 0.91% 3.24%
第87期 6,760円 6,864円 60円 6,924円 0.89% 2.43%
第88期 6,864円 6,707円 60円 6,767円 0.87% △1.41%
第89期 6,707円 7,042円 60円 7,102円 0.89% 5.89%
第90期 7,042円 7,166円 60円 7,226円 0.85% 2.61%

表の見方　 
「分配金込みリターン（⑥）」とは
期末に支払われた分配金を含めた、当期のファンドの運用成果を表しています。

「分配金込みリターン（⑥）」と「期首基準価額に対する分配金の割合（⑤）」の関係

⑥＞⑤の場合 �分配金は主に当期の運用成果から支払われています。

⑥＜⑤の場合
�分配金は当期の運用成果を超えて支払われており、�「期末
基準価額（②）」は「期首基準価額（①）」と比べて下落するこ
とになります。

当期のファンドの運用成果は、お客さまの保有期間に応じた運用成果とは異なりますのでご注意ください。


